
◇令和4年度後期　学位審査会兼発表会◇

会場：災害医学・医療産業棟８階　大学院オープンスペース

所属 職名 氏名 所属 職名 氏名 所属 職名 氏名

腎臓高血圧内科学講座 教授 風間　順一郎 心臓血管外科学講座 講師 高瀬　信弥 疫学講座 教授 大平　哲也

肝胆膵・移植外科学講座 教授 丸橋　繁 リハビリテーション医学講座 教授 大井　直往 会津医療センター外科学講座 教授 齋藤　拓朗

病態制御薬理医学講座 教授 下村　健寿 放射線医学講座 准教授 石井　士朗
会津医療センター臨床医学部

門
教授 歌野　健一

放射線災害医療学講座 教授 長谷川　有史 衛生学・予防医学講座 講師 日髙　友郎
会津医療センター附属研究所

漢方医学研究室
教授 鈴木　雅雄

衛生学・予防医学講座 教授 福島　哲仁 呼吸器内科学講座 講師 齋藤　純平 耳鼻咽喉科学講座 准教授 今泉　光雅

4 吉田
ヨ シ ダ

　一隆
カ ズ タ カ

地域・家庭医療学講座 課程博士
令和５年２月１日（水）

１５時１０分～１５時４０分Primary health care practitioners’ perception of patient loneliness in Japanese older adults: A cross-sectional study
（プライマリ・ヘルス・ケアに関わる医療従事者による、日本の高齢患者の孤独の気づきに関する横断研究）

原著論文掲載誌：SSM - Population Health

論文博士
令和５年２月１日（水）

１４時１０分～１４時４０分Skeletal muscle volume loss during transarterial chemoembolization predicts poor prognosis in patients with hepatocellular carcinoma
（肝動脈化学塞栓療法で治療した肝細胞癌患者における骨格筋量減少の影響）

原著論文掲載誌：Hepatology Research

副審査員　１ 副審査員　２
N
o

申請者 　所　属 資　格

主審査員

日時

Door-to-Oral Time and In-hospital Outcomes in Older Adults with Aspiration Pneumonia Undergoing Dysphagia Rehabilitation
（摂食嚥下リハビリテーション下での高齢誤嚥性肺炎患者における絶食時間と院内アウトカムとの関連）

原著論文掲載誌：Clinical Nutrition

5 片山
カ タ ヤ マ

　皓太
コ ウ タ

臨床研究教育推進部 課程博士
令和５年２月１日（水）

１５時５０分～１６時２０分

2 藤田
フ ジ タ

　将史
マ サ シ

消化器内科学講座

令和５年２月１日（水）
１３時４０分～１４時１０分Utility of a novel wearable electrode embedded in an undershirt for electrocardiogram monitoring and detection of arrhythmias

（心電図モニタリングおよび不整脈検出におけるシャツ型電極の有用性）

原著論文掲載誌：PLOS ONE

1 天海
ア マ ミ

　一明
カズ アキ

循環器内科学講座 課程博士

3 遠藤
エ ン ド ウ

　圭一郎
ケ イ イ チ ロ ウ

循環器内科学講座 課程博士
令和５年２月１日（水）

１４時４０分～１５時１０分
Prognostic Value of Simultaneous Analysis with Myocardial Flow Reserve and Right Ventricular Strain by Hybrid 13N-ammonia Positron Emission Tomography/Magnetic
Resonance Imaging in Coronary Artery Disease
（虚血性心疾患における13N-ammonia PET/MRIを用いた心筋血流予備能と右室ストレインの同時評価による予後予測能の検討）

原著論文掲載誌：International Heart Journal
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副審査員　１ 副審査員　２
N
o

申請者 　所　属 資　格

主審査員

日時

地域・家庭医療学講座 教授 葛西　龍樹 泌尿器科学講座 講師 片岡　政雄 地域・家庭医療学講座 講師 菅家　智史

会津医療センター小腸・大腸・
肛門科学講座

教授 冨樫　一智 臨床研究教育推進部 准教授 栗田　宜明 腫瘍内科学講座 講師 徳田　恵美

臨床検査医学講座 教授 志村　浩己 心臓血管外科学講座 教授 横山　斉 脳神経内科学講座 教授 金井　数明

乳腺外科学講座 教授 大竹　徹 耳鼻咽喉科学講座 教授 室野　重之 看護師特定行為研修センター 教授 見城　明

循環器内科学講座 教授 石田　隆史 放射線生命科学講座 教授 坂井　晃 附属実験動物研究施設 教授 関口　美穂

論文博士
令和５年２月２日（木）

１７時１０分～１７時４０分

令和５年２月１日（水）
１６時２０分～１６時５０分Evacuation after the Great East Japan Earthquake is an independent factor associated with hyperuricemia: The Fukushima Health Management Survey

（東日本大震災後の避難は高尿酸血症に関連する独立した因子の一つである：福島県県民健康調査）

原著論文掲載誌：Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases

7 中山
ナ カ ヤマ

　祐次郎
ユ ウ ジ ロ ウ

整形外科学講座 論文博士
令和５年２月１日（水）

１６時５０分～１７時２０分Benefit of intensive chemotherapy for elderly patients aged 80 years or older with metastatic colorectal cancer: a state‐wide multicenter cohort study
（80歳以上の再発・切除不能大腸癌患者に対する化学療法に関する研究　多施設共同コホート研究）

原著論文掲載誌：International Journal of Clinical Oncology

6 本田
ホ ン ダ

　和也
カ ズ ヤ 腎臓高血圧内科学講

座
論文博士

10 飯田
イ イ ダ

　英和
ヒ デ カ ズ

臨床研究教育推進部 Salt intake and body weight correlate with higher blood pressure in the very elderly population: The Sukagawa Study
（後期高齢者集団における塩分摂取量・体重と高血圧との関係性）

原著論文掲載誌：Journal of Clinical Hypertension

9 伊藤
イ ト ウ

　美郷
ミ サ ト

消化管外科学講座 課程博士
令和５年２月２日（木）

１６時４０分～１７時１０分

Prognostic Effects of Changes in Right Ventricular Fractional Area Change in Patients with Heart Failure
（心不全患者における右室面積変化率の変化と予後の関係）

原著論文掲載誌：Circulation Journal

8 菅原
ス ガ ワ ラ

　由紀子
ユ キ コ

Immune escape mechanism behind resistance to anti-PD-1 therapy in gastrointestinal tract metastasis in malignant melanoma patients with multiple metastases.
（多発性転移を伴う悪性黒色腫患者の抗PD-1療法抵抗性消化管転移巣における免疫逃避機構について）

原著論文掲載誌：Cancer Immunology, Immunotherapy

循環器内科学講座 課程博士
令和５年２月１日（水）

１７時２０分～１７時５０分
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所属 職名 氏名 所属 職名 氏名 所属 職名 氏名

副審査員　１ 副審査員　２
N
o

申請者 　所　属 資　格

主審査員

日時

会津医療センター整形外科・
脊椎外科学講座

教授 白土　修 放射線医学講座 教授 伊藤　浩 脳神経外科学講座 准教授 市川　優寛

外科研修支援担当 教授 木村　隆
健康リスクコミュニケーション学

講座
教授 田巻　倫明 放射線健康管理学講座 教授 坪倉　正治

細胞統合生理学講座 教授 挾間　章博 システム神経科学講座 准教授 浄土　英一
糖尿病内分泌代謝内科学講

座
教授 島袋　充生

リウマチ膠原病内科学講座 教授 右田　清志 免疫学講座 講師 町田　豪 輸血・移植免疫学講座 講師 植田　航希

輸血・移植免疫学講座 教授 池田　和彦 血液内科学講座 教授 池添　隆之 麻酔科学講座 講師 箱崎　貴大

11 渡邉
ワ タ ナベ

　剛広
タ ケ ヒ ロ

整形外科学講座
令和５年２月３日（金）

１４時１０分～１４時４０分Relationship between lumbar disc degeneration on MRI and low back pain: A cross-sectional study in the community
（MRIにおける腰椎椎間板変性と腰痛の関連：地域住民における横断研究）

原著論文掲載誌：Fukushima Journal of Medical Science

14 和田
ワ ダ

　健斗
ケ ン ト

循環器内科学講座

Clinical outcomes and factors involved in the local control of proton beam therapy for oligometastatic liver tumors in patients with colorectal cancer
（大腸癌肝転移に対する陽子線治療の臨床成績と局所制御に関する因子解析）

原著論文掲載誌：Strahlentherapie und Onkologie

15 黒沢
ク ロ サワ

　雄太
ユ ウ タ

循環器内科学講座 課程博士 The Prognostic Impact of D-dimer on Long-term Mortality in Patients with Coronary Artery Disease after Percutaneous Coronary Intervention
（経皮的冠動脈形成術を施行した冠動脈疾患患者におけるD-dimerの長期死亡率に対する影響についての検討）

原著論文掲載誌：International Heart Journal

課程博士

課程博士
令和５年２月３日（金）

１５時５０分～１６時２０分Blood-based epigenetic markers of FKBP5 gene methylation in patients with dilated cardiomyopathy
（拡張型心筋症における末梢白血球のFKBP5 DNAメチル化の臨床的意義）

原著論文掲載誌：Journal of the American Heart Association

令和５年２月３日（金）
１５時１０分～１５時４０分L-Theanine Protects Bladder Function by Suppressing Chronic Sympathetic Hyperactivity in Spontaneously Hypertensive Rat

（慢性的な交感神経緊張状態により誘発される下部尿路機能障害に対するL-テアニンの予防効果）

原著論文掲載誌：Metabolites

令和５年２月３日（金）
１６時２０分～１６時５０分

12 山口
ヤマグチ

　久志
ヒ サ シ 低侵襲腫瘍制御学講

座
論文博士

令和５年２月３日（金）
１４時４０分～１５時１０分

13 松岡
マ ツ オ カ

　香菜子
カ ナ コ

泌尿器科学講座 課程博士

3 ページ



◇令和4年度後期　学位審査会兼発表会◇

会場：災害医学・医療産業棟８階　大学院オープンスペース

所属 職名 氏名 所属 職名 氏名 所属 職名 氏名

副審査員　１ 副審査員　２
N
o

申請者 　所　属 資　格

主審査員

日時

周産期・小児地域医療支援講
座

教授 桃井　伸緒 腎臓高血圧内科学講座 准教授 田中　健一 医療人育成・支援センター 教授 亀岡　弥生

医療人育成・支援センター 教授 大谷　晃司
会津医療センター整形外科・

脊椎外科学講座
教授 岩渕　真澄 神経精神医学講座 講師 刑部　有祐

総合科学教育研究センター 教授 後藤　あや 衛生学・予防医学講座 准教授 各務　竹康
健康リスクコミュニケーション学

講座
講師 竹林　由武

生体機能研究部門 教授 小林　和人 システム神経科学講座 講師 髙橋　和巳 脳神経外科学講座 講師 岩楯　兼尚

免疫学講座 教授 関根　英治 基礎病理学講座 講師 杉本　幸太郎 産科婦人科学講座 講師 菅沼　亮太

19 山下
ヤマ シ タ

　彰
アキラ

整形外科学講座 論文博士
令和５年２月７日（火）

１１時００分～１１時３０分Intensity dependency of peripheral nerve stimulation in spinal LTP induced by paired associative corticospinal-motoneuronal stimulation (PCMS)
（連合性対皮質脊髄運動ニューロン刺激（PCMS）によって誘発される脊髄LTPにおける末梢神経刺激の強度依存性）

原著論文掲載誌：PLOS ONE

20 滝浪
タ キ ナ ミ

（本田
ホ ン ダ

）　瑠璃子
ル リ コ

泌尿器科学講座 課程博士
令和５年２月９日（木）

１０時００分～１０時３０分Association between the presence of bacteria in the prostate tissues and pathological findings of the prostate in men without complaining of lower urinary tract symptoms
（下部尿路症状を有しない男性における前立腺組織内細菌の有無と病理学的所見との関連性）

原著論文掲載誌：Fukushima Journal of Medical Science

課程博士島津
シ マ ヅ

　勇三
ユウゾウ 放射線健康管理学講

座

Associations between core stability and low back pain in high school baseball players: A cross-sectional study
（高校野球選手におけるCore Stabilityと腰痛の関連：横断的研究）

原著論文掲載誌：Journal of Orthopaedic Science

令和５年２月３日（金）
１６時５０分～１７時２０分Renal Venous Stasis Index Reflects Renal Congestion and Predicts Adverse Outcomes in Patients With Heart Failure

（Renal Venous Stasis Indexは心不全患者における腎うっ血を反映し不良な予後と関連する）

原著論文掲載誌：Frontiers in Cardiovascular Medicine

17 渡辺
ワ タ ナベ

　祐樹
ユ ウ キ

循環器内科学講座 課程博士

リハビリテーション医学
講座

課程博士
令和５年２月７日（火）

１０時００分～１０時３０分

18
令和５年２月７日（火）

１０時３０分～１１時００分A retrospective observational study analyzing work and study motivation based on the work environment of 15,677 Japanese clinicians in 2016
（2016年の日本人医師15,677人の職場環境から仕事と勉強のモチベーションを分析した後方視的観察研究）

原著論文掲載誌：Scientific Reports

16 大原
オオハラ

　妃美佳
ヒ ミ カ
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副審査員　１ 副審査員　２
N
o

申請者 　所　属 資　格

主審査員

日時

感染制御学講座 教授 金光　敬二 小児科学講座 准教授 佐藤　晶論 微生物学講座 講師 石岡　賢

呼吸器内科学講座 教授 柴田　陽光 整形外科学講座 講師 加藤　欽志　 病態制御薬理医学講座 講師 三坂　眞元

腫瘍内科学講座 教授 佐治　重衡 消化管外科学講座 教授 河野　浩二 乳腺外科学講座 講師 立花　和之進

21 小橋
コ バ シ

　友理江
ユ リ エ 放射線健康管理学講

座
課程博士

令和５年２月９日（木）
１０時３０分～１１時００分Humoral immunity after second dose of BNT162b2 vaccine in Japanese communities: an observational cross-sectional study, Fukushima Vaccination Community Survey

（新型コロナワクチンBNT162b2の2回接種後の体液性免疫についての観察的横断研究：福島ワクチン住民調査）

原著論文掲載誌：Scientific Reports

22 天目
テ ン モ ク

　純平
ジュンペイ リウマチ膠原病内科学

講座
課程博士

令和５年２月１４日（火）
１６時４０分～１７時１０分Real-world comparative effectiveness of bDMARDs and JAK inhibitors in elderly patients with rheumatoid arthritis

（高齢関節リウマチ患者における生物学的製剤とJAK阻害剤の有効性と安全性の比較検討）

原著論文掲載誌：Medicine

23 遠藤
エ ン ド ウ

　雄大
ユ ウ タ

産科婦人科学講座 課程博士
令和５年２月１４日（火）
１７時１０分～１７時４０分Claudin-9 is a novel prognostic biomarker for endometrial cancer

（クローディン9は子宮体がんの新規予後マーカーである）

原著論文掲載誌：International Journal of Oncology
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